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部 授業評価の実施結果及び授業担当者の見解

授業評価の とその実施

１．実施の目 、方法等

学では、平成9年度から、 ・評価の として、授業担当者による授業評価を開始し、

学生対 のアンケートを実施した。

  その目 は、ま 授業をめぐって、より学生の 場に った教育 の 実を目指すことにあっ

た。それは、 学のありようについて、教員の研究に を置 教員 の 学から な学生へ

の教育指 に を置 学生 の 学へ を することが、 部 や 学 会答 等で

調されてきたからでもある。

  授業評価は、授業の改善や ラ スの改善・ 実、 ラム の改善に けたPDCA
クルの でも な 置付けであることから に実施することが められる。

  したがって、 学では、 下に るような実施方法や実施内 等の改善を 行ってきた。

２．実施方法等の改善

(１)実施方法の改善

  平成 9 年度から平成 16 年度までの授業評価アンケートは、 のような方法で実施された。

①学生の 見を 取するための授業アンケートを実施するか かは、各授業担当者に されていた。

②授業評価担当が作成したアンケート用紙を用いて実施し、用紙の配布や回収も授業担当者が行っ

ていた。授業担当者の には にアンケート用紙を作成して実施する場合もあった。

③アンケートの集計は授業担当者が行い、分析のしかた等も授業担当者に されていた。

授業評価アンケートを実施した教員は、集計結果と授業担当者としての見解をまとめて、授業評

価担当に提出した。

  授業評価アンケートを実施する教員は年 し、授業改善に の成果をあ た。しかし、そ

の で のような課 もみえてきた。

①アンケート用紙の配布・回収・集計のす てを授業担当者が行うため、授業担当者の 担が き

かった。

②授業担当者の 担が きいことから、 科目でのアンケート実施は であった。そのため

講 が担当する科目では、アンケートが実施されたことがなかった。

③アンケートの実施や集計を授業担当者が行うことが、学生の回答に を える を で

きなかった。

  そこで、 記の課 を し、授業改善に の 果が期 できるよう、授業評価アンケートの

実施方法を改善することにした。

  授業評価アンケート実施方法の改善にあたり、フ ル ーデ メント(FD)推進委員

会で 項目の見 しが行 れ、 学・ 期 学 通で 科目 通の｢授業に関するアンケート調

査用紙｣が作成された。その 、新たに｢教員による項目 ｣を設け、授業担当者が 項目を

できるようにした。

  平成 17 年度からは、 のような内 で授業評価アンケートを実施した。
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① 学・ 期 学ともに、 科目・ クラスでの実施を目 とする。

②授業評価アンケートの実施は授業担当者の手を れて学生の の係によって行い、授業担当者は

アンケート用紙に記入する場には ち会 ないこととする。

③授業評価アンケートにはマーク ート用紙を用い、集計は 業者に委託する。

授業担当者は集計結果をみて、各 の授業について見解をまとめて提出する。

記の内 に え、平成 30 年度からは 下の な取り組みも行い、より 学 に授業改善

に取り組 ことができるよう、実施方法の見 しを行った。

①新 の ・ 講 へ授業評価の実施について に説明を行う。

②授業評価実施登録用紙へ授業評価担当者が事前に教務課管 データを反映し、担当教員は修正時

と実施日のみ記入する。

③実施 れを無 すため、実施の１週間前に担当教員へ授業評価アンケート入り を渡し、１週

間前にメールでも する。

また、令和元年度からは、より集計結果を分析に 用しやすい を構 す 、 者のみ

下のような対 を行った。

・クラス別授業を 科目として取りまとめ集計する

・回答 ーデータ※を担当教員へ提 する  
(※ アンケートは無記名・学 番号 記入実施のため、個人は でき 、 での は 該当)

令和 2 年度からは、マーク ート回答方式から 下の な WEB 回答方式へ移行し、実施方法の

見 しを行った。WEB 回答方式にすることによるメ トとして、実施 用の や設 の

が なこと、また 期間での集計作業が であることが られるが、 方で回答 の 下が

された。

①Office365｢Forms｣を使用し WEB 回答にて実施する。

②科目番号、回答フォーム URL と QR コードを企画調査室から学生へ通知( ー ル スポー

ト・学内 示)する。

(２) 項目、集計等の改善

平成 20 年度に｢ 項目の ・改善｣、｢集計 分の ｣、｢アンケート回収 の ｣な 、

授業評価アンケート実施に関 る提 については、教育改革推進委員会及び FD 推進委員会で

を行った。

  その結果、平成 21 年度の実施にあたり、 項目については、内 を 査し、25 項目から 17
項目に、評価は、5 から 4 に改めた。集計 分については、従 から 項目 をとお

して 実 科目の平 が 、講 科目の平 が いことから、 実 科目と講

科目を分けて集計し、各科目別の授業評価結果に各平 を として した。

また、 項目は｢ 学生の授業に対する取り組み｣、｢ 学生の授業の 解度 度｣、｢ 教員

の教授法と授業に対する取り組み｣、｢ 学 について｣、｢ 総合評価｣、｢ ｣に分 し、

な 見を できるようにしている。

(３) 記 調査の実施

平成 27・28 年度は、学生が授業に対して や提 な を に記 できるようにマー

ク ート方式の調査に え、 ト に 記 調査を行った。

調査項目 授業の内 ・授業の進め方・クラス への指 ・その

平成 29 年度からは、 記 調査の実施の有無は担当教員に委 ることとした。  
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① 学・ 期 学ともに、 科目・ クラスでの実施を目 とする。

②授業評価アンケートの実施は授業担当者の手を れて学生の の係によって行い、授業担当者は

アンケート用紙に記入する場には ち会 ないこととする。

③授業評価アンケートにはマーク ート用紙を用い、集計は 業者に委託する。

授業担当者は集計結果をみて、各 の授業について見解をまとめて提出する。

記の内 に え、平成 30 年度からは 下の な取り組みも行い、より 学 に授業改善

に取り組 ことができるよう、実施方法の見 しを行った。

①新 の ・ 講 へ授業評価の実施について に説明を行う。

②授業評価実施登録用紙へ授業評価担当者が事前に教務課管 データを反映し、担当教員は修正時

と実施日のみ記入する。

③実施 れを無 すため、実施の１週間前に担当教員へ授業評価アンケート入り を渡し、１週

間前にメールでも する。

また、令和元年度からは、より集計結果を分析に 用しやすい を構 す 、 者のみ

下のような対 を行った。

・クラス別授業を 科目として取りまとめ集計する

・回答 ーデータ※を担当教員へ提 する

(※ アンケートは無記名・学 番号 記入実施のため、個人は でき 、 での は 該当)

令和 2 年度からは、マーク ート回答方式から 下の な WEB 回答方式へ移行し、実施方法の

見 しを行った。WEB 回答方式にすることによるメ トとして、実施 用の や設 の

が なこと、また 期間での集計作業が であることが られるが、 方で回答 の 下が

された。

①Office365｢Forms｣を使用し WEB 回答にて実施する。

②科目番号、回答フォーム URL と QR コードを企画調査室から学生へ通知( ー ル スポー

ト・学内 示)する。

(２) 項目、集計等の改善

平成 20 年度に｢ 項目の ・改善｣、｢集計 分の ｣、｢アンケート回収 の ｣な 、

授業評価アンケート実施に関 る提 については、教育改革推進委員会及び FD 推進委員会で

を行った。

その結果、平成 21 年度の実施にあたり、 項目については、内 を 査し、25 項目から 17
項目に、評価は、5 から 4 に改めた。集計 分については、従 から 項目 をとお

して 実 科目の平 が 、講 科目の平 が いことから、 実 科目と講

科目を分けて集計し、各科目別の授業評価結果に各平 を として した。

また、 項目は｢ 学生の授業に対する取り組み｣、｢ 学生の授業の 解度 度｣、｢ 教員

の教授法と授業に対する取り組み｣、｢ 学 について｣、｢ 総合評価｣、｢ ｣に分 し、

な 見を できるようにしている。

(３) 記 調査の実施

平成 27・28 年度は、学生が授業に対して や提 な を に記 できるようにマー

ク ート方式の調査に え、 ト に 記 調査を行った。

調査項目 授業の内 ・授業の進め方・クラス への指 ・その

平成 29 年度からは、 記 調査の実施の有無は担当教員に委 ることとした。  

(４)担当部署の推移

  平成 17 年度に教育改革推進室及び教育改革推進委員会を設置し、授業評価に関する事務を教育

改革推進室が担当した。

  平成 23 年度に組織改正を行い、教育改革推進室及び教育改革推進委員会が担っていた事業は、

企画構想部及び戦略構想委員会に引き継がれた。

  平成 25 年度に組織改正を行い、企画構想部及び戦略構想委員会を廃止したことに伴い、授業評

価に関する事項はFD 委員会の所掌事項となり、その所管である総務課で事務を担当している。

平成 29 年度に企画調査室を新設し、総務課から事務を企画調査室へ引き継いだ。

３．授業評価アンケート実施の手順

令和元年度授業評価アンケートは、下記の手順で実施した。

(１)授業担当者は、担当の授業クラスごとに実施日、時限を登録する。同時に授業クラスごとに係

の学生 2 名を決め、実施日を伝える。

(２)企画調査室の事務担当者は、アンケート用紙をクラス別に準備する。

(３)実施当日は下記の手順で進行する。

①・当日の実施忘れを防ぐため、実施日の 1 週間前に担当教員の教員用ポストに袋詰めされた

授業評価アンケートを投函する。(投函できない場合は研究室や実施教室へお持ちする)

・実施数日前に実施通知メールを担当教員へ送信する。

・担当教員が係の学生に袋詰めされた授業評価を渡す。

②授業担当者は、授業開始前に係の学生に準備の有無を確認する。授業終了時刻の 15 分前に授

業を終了し、受講学生に対して係の学生の指示に従うよう説明・依頼する。

③係の学生は、アンケート用紙を受講学生に配布し、記入後回収して事務担当者に届ける。

(４)事務担当者が、授業担当者別のアンケート用紙を取りまとめ、集計委託業者に送付する。

(５)委託業者から納品された科目別・クラス別の集計結果資料を当該授業担当者に配布する。

(６)授業担当者は、その集計結果資料をもとに各授業を分析し、科目ごとに｢授業担当者の見解｣をま

とめて、提出する。それらは｢授業改善報告書｣としてまとめ、図書館等で学生・教職員が閲覧でき

るようにしている。

令和 2 年度授業評価アンケートは、WEB 回答方式に移行したため下記の手順で実施した。

(１)授業担当者は、担当の授業クラスごとに実施日を登録する。

※あらかじめ｢授業評価実施登録｣用紙に授業科目(履修者)データを反映し、授業科目ごとに科

目番号を振り、修正時と実施登録日の記入のみ依頼

(２)企画調査室の事務担当者は Office365 の Forms を使用し、アンケート回答フォームを作成する。

(３)アンケートの実施方法は下記の手順で進行する。

①回答フォーム QR コードと URL、科目番号を教員に周知する。

②アンケート実施時に①を学生へ配付し、個人のスマートフォンまたは学内PC を使用し、QR コ

ード、URL を読み込んでもらい回答を行う。

(４)集計作業については、前期実施分は事務担当者が集計作業を行ったが、後期実施分については集

計業者へ委託した。

(５)委託業者から納品された科目別・クラス別の集計結果資料を当該授業担当者に配布する。

(６)授業担当者は、その集計結果資料をもとに各授業を分析し、科目ごとに｢授業担当者の見解｣をま

とめて、提出する。それらは｢授業改善報告書｣としてまとめ、図書館等で学生・教職員が閲覧でき

るようにしている。
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